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中小企業対策などを県に要望
県商連議員大会

９月５日（木）、令和元年度長崎県商工会議所連合会議員大会（会

長：宮脇雅俊・長崎商工会議所会頭）が、大村競艇場イベントホールで

ジアにおける周辺国との関係について熱心にお話をされました。

講演終了後、長崎県選出国会議員や大村市選出県議会議員、大村

開催されました。

市議会議長らを来賓として招いての懇親会が開催され、懇親会を盛り

と、来賓として廣田義美・長崎県産業労働部長、園田裕史・大村市長、

に、美しい歌声を披露頂き、その後は、各地会議所間の役員議員との

大会の全体会議には県内8会議所の会頭始め、役員議員１７０名

五十嵐克也・日本商工会議所地域振興部長、山下三郎・長崎県県央振

興局長が出席。宮脇会長の開会挨拶、中村会頭の歓迎挨拶に続き、来
賓祝辞の後、県商連の「令和元年度の長崎県への要望」
と
「平成３０

上げるため、市内の男声合唱団・シルバーメンネルコールの皆さん
交流を深めました。

全体会議に先立ち、１０月５日（土）にオープンする県立市立一体

型図書館（ミライｏｎ）を、市の図書館職員による説明付で視察して頂

年度要望に係る処理経過」について、松永安市・県連専務理事から報

き、翌９月６日
（金）には歓迎ゴルフ大会を大村湾カントリー倶楽部で

自衛隊第２２航空群司令海将補・岡田真典氏による特別講演が開催

勝者は森永健一・松浦商工会議所副会頭でした。

告されました。
この後「最近の安全保障情勢と防衛予算」
と題し、海上

されました。岡田群司令は、現在の世界を取り巻く環境や特に極東ア

開催し、競技はダブルぺリア方式で競われました。２７名が参加し、優

中村会頭による歓迎の挨拶

岡田郡司令による特別講演

全体会議の様子

エクスカーション（ゴルフ大会）にて
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国土交通省や県選出国会議員に対し、
要望活動を実施

観光関連団体連絡協議会を開催
9月2日（月）プラットおおむら会議室で、大村市、
（一社）大
村市観光コンベンション協会並びに大村商工会議所観光サー
ビス部会の三団体による、観光関連連絡協議会を行いました。
協議会では、観光に携わる部門間の意思統一を行い、大村
市観光推進を図ることを目的に実施。議題として、前回協議事
項の進捗確認、また、しゃくなげまつり期間の入園料、大村公
園の整備について意見交換を行い、現状の問題や今後の取組
み等、観光都市づくりへの取組みを継続していくことを三団体
で確認しました。

〜国道34号等市内幹線道路整備促進期成会

国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会（会長 園
田裕史・大村市長）では8月7日、国土交通省や県選出国会議
員に対して、要望活動を行いました。
長崎道路局次長と直接面会し、市の最重要課題である「国
道34号大村諫早拡幅の4車線化」など3路線について、整備が
もたらす地元への長
期経済効果や整備促
進を強く訴えてきま
した。要望会には中
村会頭も参加。
今後も国などの関
係機関へ要望活動を
行う予定です。

令和元年度総会・懇親会を開催
〜大村地区警察官友の会
大村地区警察官友の会
（会長 中村人久・大村商工会議所会
頭）
は、
8月21日
（水）
市内のホテルで、
総会・懇親会を開催しました。
総会には会員38名が出席。平成30年度事業報告並びに収支
決算報告、令和元年度事業計画、収支予算並びに役員改選を審
議し、原案通り承認されました。
引続き同会場で懇親会を行い、大村警察署より署長はじめ署
幹部の方々をお招きし、会員の皆様と交流を深めました。

要望活動に参加する中村会頭
（左端）

事業主の皆さまへ

労働保険への加入について
【労働保険】
とは、労災保険（労働者災害補償保険）
と雇用保険の
総称です。下記の加入義務のある事業場などをご確認の上、
まず
は、最寄りの、労働基準監督署、公共職業安定所（ハローワーク）
へご相談ください。

（介護の仕事説明会）
「介護就職デイ」

開催のお知らせ

加入義務のある事業場

日 時：令和元年11月18日（月）
午後2：00〜午後4：00
場 所：ハローワーク大村（2階会議室）
参加予定事業所：8事業所

◆次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務づけられてい
ます。
（強制適用事業場）
常勤、パート、
アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわら
ず、労働者を１人でも雇っている事業場は加入義務があります。

求人募集中の介護施設による仕事の内容の説明会です。
その後、希望者は各事業所と個別面談・相談を
行います。
介護の仕事に関心がある方の参加をお待ち
しております。

労働者とは？
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者
で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。
保険料は何に使われている？
◆お支払いいただいた労働保険料は、労災保険と雇用保険で次
のように使われています。

問い合わせ先
ハローワーク大村 0957-52-8609

労災保険 労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場
合、
また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や
ご遺族を保護するための給付等を行っています。

第19回 おおむら秋まつり
【11月3日
（日）開催】

※平成29年度は、約65万人に新規の療養補償給付等を行い、約21万人に労災年金
を支給しました。

伝統芸能披露は

雇用保険 労働者が失業した場合や働き続けることが困難に
なった場合、
また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の
安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

「黒丸踊」
と
「水主町コッコデショ」
おおむら秋まつり協賛会（中村人久会長：当所会頭）では、8月
5日に理事会を開催。第18回おおむら秋まつりの事業報告、
収支決算報告、監査報告ならびに、第19回の同まつりの事業
計画、収支予算案について協議し、承認されました。今年度の
伝統芸能は「黒丸踊」と「水主町コッコデショ」を披露します。

※平成29年度は、約106万人に新規の一般求職者給付（いわゆる失業手当）
を行いま
した。

まだ加入手続がおすみでない事業主の方は、速やかに手続をお
願いします。
◎労働保険の加入手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所
（ハローワーク）の窓口又は電子申請で行うほか、労働保険事務
組合（厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体）や
社会保険労務士へ事務処理を委託（依頼）
することもできます。
● 詳しくは●
長崎労働局総務部労働保険徴収室 電話 095-801-0025
又は最寄りの監督署・安定所へお尋ねください。

黒丸踊
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『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

令和元年9月19日

令和元年度大村商工会議所・労働福祉委員会 主管

外 国 人 材 受 入 セミナー
改正出入国管理法が施行され、2019年4月より即戦力となる一定の専
門性・技能を有する外国人材の受入れ制度として、就労を目的とした新
たな在留資格「特定技能」が創設されました。今後、労働力確保のため、
外国人材の受入れが必要になるかと思いますが、外国人材を雇用した
ことがない企業においては、
「制度の内容や手続の方法がわからない」
等不安が多いかと思います。
大村商工会議所・労働福祉委員会では、
「外国人材受入セミナー」
と題
し、改正出入国管理法の概要や、雇用保険等諸手続きについて等を説
明いたします。
事業主、労務管理ご担当の皆様におかれましては、ぜひご参加をお願
いいたします。

令和元年10/8（火）14：00〜16：00
長崎インターナショナルホテル

〒856-0827大村市水主町1-973-1 TEL 0957-52-1111
講師
松尾 隆憲 統括審査官（福岡出入国在留管理局 長崎出張所）
出口 利幸 雇用指導官（大村公共職業安定所）
内容
14:00〜15:00 「外国人材受入れに関する概要」
（60分）
15:10〜15:25 「外国人受入時の諸手続きについて」
（15分）
15:25〜16:00 質疑応答

ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペ ーン」を9/17〜
11/29に実施いたします。本キャンペーンは、
『商工会議所福祉制
度』
を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお
役立ていただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準
備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするも
のです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いし
た際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

9/27（金）申込締切

※当所ホームページからチラシをダウンロー
ドいただき、必要事項記入の上、FAXまたは
郵送、
もしくはお電話でお申し込み下さい。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の
商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

大村商工会議所 総務課

受講
無料

●お問い合わせ● 大村商工会議所総務部 岩永 TEL（0957）53-4222 FAX（0957）52-2511

TEL 0957-53-4222
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都合により会場を変更する場合があります。

開 催 日：10月16日（水）、11月20日（水）、12月18日（水）
相談時間：①13：30〜14：30 ②14：30〜15：30
場
対

所：行政書士事務所 相続しあわせ相談室
象：当所会員事業所

10月4日
（金）、11月1日
（金）、12月6日
（金）

【担当行政書士】
行政書士事務所相続しあわせ相談室
特定行政書士 宮 本 秀 樹
（入国管理局申請取次行政書士・中小企業庁ミラサポ派遣専門家）
事務所所在地：大村市黒丸町１９７番地５
☎：０１２０−１３−０９４９
【申込・連絡先】大村商工会議所 ☎：0957-53-4222 担当：岡野・山﨑

担当 ：岡野・山﨑

定例相談会

大村商工会議所
日時

創業融資、一般融資に関する
どのようなご相談でもＯＫです。

場 所

大村商工会議所推薦のマル経融資が
小 規 模 事 業 者 の 皆 さ ん を 応 援！

小規模事業者

利

率

返

済

● 運転資金として

令和元年9月2日現在

運転 7年以内(据置1年可)
設備10年以内(据置2年可)

③報告

①

③

②

こんな時にご活用ください

年利1.21％(固定)

①推薦申込

大村商工会議所

大村商工会議所中小企業相談所
☎0957-53-4222

2,000万円 以内

融資額

● 設備資金として

仕入資金、
手形決済資金、
給与・
ボーナスの支払い
工場・店舗の改装資金、
車両購入、
機械設備の購入 などに

④融資の推薦

大村商工会議所

(推薦審査会による審議）

(経営指導員による調査)

日本政策金融公庫 との共催

9月26日（木）、10月24日（木）、11月28日（木）
13時〜16時
大村商工会議所

申込先

但し、事前のお申込をお願い致します。

と

④

日本政策金融公庫

②経営相談

審査・資金の貸付

常時使用する従業員数が 商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は２０人以下の小規模事業者（ただし、事業主・家族従業員・臨時・パート・
法人の役員は除く）
で、次の条件にあてはまる個人、法人。

● 商工会議所地区内で原則として１年以上営業していること
● 所得税（法人税）、事業税、住民税（県民税・市民税）
・消費税を完納していること
● 商工会議所の経営指導（原則６ヵ月以上）
を受けている個人、法人
※大村商工会議所の「経営指導」
と
「融資の推薦」を受けた方が利用できる国の融資制度です。経営改善普及事業の一環として事業者が自らの体質を強化し、経営
改善をはかるための制度資金で、無担保・無保証人・低金利・信用保証協会による保証も不要で借入条件もたいへん有利です。

大村商工会議所 中小企業相談所
News Paper
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〒856-0832 大村市本町458-2
TEL 0957-53-4222

担 保 不 要・
保 証 人 ︑保 証 料
不 要・低 金 利

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます
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令和元年9月号

新入会員

スナックひまわり

大村卓球センター

竹松商工業会

▼

▼

8月入会

▼

代表者 井上 康博
〒856-0832 大村市本町399-1
TEL（0957）46-3959
キューブ

デザイン

▼

CUBE DESIGN
建築設計業

代表 辻村 幸三
〒856-0824 大村市水田町54-1
TEL（0957）52-0567

▼

商工団体

ドローン・スポーツの普及活動

会長 井手 要
〒856-0805 大村市竹松本町1062-5
TEL（0957）55-8335

代表理事 脇 壽也
〒856-0024 大村市諏訪2丁目161-3

9月入会

高橋経営コンサルタント
事務所

お弁当仕出し 花
弁当・惣菜販売

▼

ICTコンサルティング／設計開発、
ICTアドバイス／保守管理、情報システム
顧問サービス、PC関連機器・書籍販売

▼

▼

ピーシークエスト

大村卓球クラブ、卓球教室

代表 永田 一紀
〒856-0832 大村市本町383-1
TEL（0957）46-3542

代表 石橋 誠二朗
〒856-0814 大村市松並2丁目1131-26-12
TEL（0957）53-6960

サトウ

デザインワークSatou

経営コンサルタント業

建築設計業

立案 佐藤 忠浩
〒856-0020 大村市小路口本町363-4
TEL（0957）52-0334

代表 高橋 良和
〒856-0834 大村市玖島3丁目611-16

(株)ゆかり
▼

飲食業（スナック）

代表 下田 美知枝
〒856-0832 大村市本町507

（一社）日本ドローン・
スポーツ協会

▼

7月入会

令和元年9月19日

医療機関（訪問看護）、
福祉機関（指定特定相談支援）

代表取締役 中川内 正子
〒856-0027 大村市植松3丁目630-3
TEL（0957）42-3780

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
−２０１８年8月調査結果（概要版・付帯調査）−

令和元年8月行事
日

業況ＤＩは、
改善も力強さ欠く。
先行きは不透明感残り、
横ばい圏内の動き

ポイント
▶8月の全産業合計の業況DIは、▲14.8と、前月から＋1.9ポイントの改善。ただし、
「悪化」から
「不変」への変化が主因で
あり、実体はほぼ横ばい。建設業や電子部品、産業用機械、
自動車関連の堅調な動きが続くほか、
インバウンドを含めた

曜

日

足、根強い消費者の節約志向が依然として中小企業の足かせとなっており、業況改善に向けた動きは力強さを欠く。

2

金

おおむら夏越まつり・祭儀、
もちまき：会頭
おおむら夏越まつり・暴排キャンペーン：会頭、専務

3

土

向陽高等学校創立95周年記念パーティー：会頭
飯南町親善訪問団歓迎懇親会：会頭

5

月

三役会
おおむら秋まつり協賛会理事会：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、専務
大村バスターミナルビル管理組合法人三オーナー会議：会頭、西畑副会頭、専務
大村バスターミナルビル管理組合法人臨時総会：会頭、西畑副会頭、専務

6

火

大村市新幹線アクションプラン実施本部調整会議：時副会頭、専務
長崎県商工会議所連合会・総会決議要望事項の県知事への要望会：会頭、専務
北林治・新第22航空群首席幕僚、木下周一・新第22整備補給隊司令着任挨拶来所：会頭、専務

7

水

国道34号大村市内幹線道路整備促進期成会要望活動：会頭

8

木

第2回大村市新幹線駅名等検討委員会：時副会頭
長崎県商工会議所連合会議員大会懇親会委員会・試食会：時副会頭、専務
第9回じげたまグランプリ実行委員会：時副会頭

9

金

長崎県商工会議所連合会議員大会懇親会委員会とシルバーメンネルコールとの
アトラクション打合せ：時副会頭

10

土

竹松駐屯地創立67周年記念行事：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、時副会頭
第36回ふくしげ夏まつり：会頭

19

月

三役会

20

火

大村市新幹線アクションプラン・武雄市への説明会：時副会頭、専務
大村北部地区懇談会：三役

21

水

１号・２号議員協議会：三役
大村市との懇談会：三役
大村市国民健康保険運営協議会：専務
大村地区警察官友の会総会懇親会：会頭、副会頭、専務

22

木

長崎県商工会議所連合会議員大会・エクスカーション委員会：西畑副会頭、専務
大村中部地区懇談会：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、専務

23

金

長崎県商工会議所連合会議員大会懇親会アトラクションに係る打合せ：時副会頭
長崎県総合計画県央地域懇談会：会頭
地域経済活性化委員会：時副会頭
伸和コントロールズ（株）
・納涼祭：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、専務

26

月

筑紫野市商工会・商工振興委員視察研修応対：専務
大村南部地区懇談会：三役

27

火

令和元年度税務相談所運営理事会・連絡協議会：会頭、西畑副会頭

28

水

第1回選挙委員会：専務

る見通し。

今夏の猛暑による業績への影響
▶今夏の猛暑による業績への影響（全業種）は「プラスの影響がある」が8.0%、
「マイナスの影
響がある」が82.4%、
「プラスの影響もマイナスの影響もない」が14.7%
▶具体的なマイナスの影響（全産業）については「コスト増（冷房・冷蔵設備の高稼働による電気代
上昇、熱中症対策によるコスト増等)」が70.4%、
「従業員の労働時間の減少（休憩時間の増加等)・
労働生産性の悪化」が32.8%、
「製品・サービスの受注・売上減少、客数減少」が28.5%
中小企業の声
▶猛暑により飲料等の売上は増加するが、
日中の客数が減少し、
その反面夜間の客数が増加してい
るため、従業員の確保が困難となっている（大和高田 総合スーパー）
▶高温環境での作業が多いため、従業員の休憩時間を増やしているが、更なる作業環境改善を行う
か、
そもそも受注を断るべきか悩んでいる（名古屋 物流サービス）

電力料金の上昇（東日本大震災以降）による経営への影響
▶電力料金の上昇（東日本大震災以降）について、経営に
「悪影響がある」企業は25.8％と、2017年8
月調査と比べ、6.3ポイント増加。
「悪影響が懸念される」は48.7%と、5.5ポイント増加
▶今後も震災前より高い電力料金が続いた場合の対応については、
「既存設備での節電の実施な
ど人件費以外のコスト削減」が51.8％、
「省エネ性の高い設備（照明・自家発電設備等）の導入・更
新」が41.9％
中小企業の声
▶電力料金の上昇により省エネ性の高い設備の導入を行っているが、今年度からはさらに、電力会
社の変更を実施し、一層の経費節約に努めている（札幌 印刷業）
▶業界として省エネ対策は行われているものの、省エネ対策コストを販売価格に転嫁しているため、
販売価格が上昇し、思うように売上が伸びていない（五泉 建築工事）

News Paper

7

定

木

ウンドを含む観光需要拡大、生産や設備投資の堅調な推移への期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響の深刻化
響など、世界経済の不透明感を懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移す

予

1

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲14.4（今月比＋0.4ポイント）
とほぼ横ばいを見込む。消費の持ち直しやインバ
や、燃料費・原材料費の上昇、
コスト増加分の価格転嫁遅れ、米国の保護主義的な関税措置に端を発する貿易摩擦の影

事

諫早税務署・植松浩行・新署長着任挨拶来所：会頭、堀内副会頭、専務

夏休みの観光需要が好調に推移した。
また、記録的な猛暑に伴い、飲料や夏物商材の需要が拡大する一方、客足減少や
農産物の生育不良による価格上昇を指摘する声も聞かれた。燃料費や原材料費の上昇による負担増や深刻な人手不

行

大村商工会議所

令和元年度

大村市中心市街地通行量調査結果速報

大村商工会議所では、大村市中央商店街の皆様に協力をお願いして、毎年、通行量調査を実施しています。今年は7月18

日
（木）
と7月21日
（日）に調査を行い、下記のような結果を得ました。当所では、今後もこうした資料を収集、研究することによ

り、街づくり施策や商業振興に反映させていきます。
調査ポイント

十八銀行
村田神仏堂

本町4丁目

（十八銀行大村支店前）
調査日

前年比

（647人）
（353人）

下駅通り

（村田神仏堂前）

⬆

435人

21日

調査ポイント

⬆

18日

通行人

614人

調査日

岩井屋

通行人

18日 1,451人
（584人）

1,263人
21日 （1,051人）

調査ポイント

18日
21日

通行人

401人

（483人）

193人

（407人）

前年比

⬆ ⬆

※本町1丁目は矢印の方向のみ測定

日商簿記検定試験受験案内

申込方法

受 験 料

1,458人
21日 （1,378人）

天気 曇のち雨

（中村時計店前）

申込期間

1,557人
18日 （1,306人）

前年比

通行人

1,868人
18日 （2,177人）
1,483人
21日 （4,411人）

最高 29.5℃

天気 雨

最高 27℃

前年比

最低 25.1℃

最低 25℃

調査時間（10時〜18時）
〈本件担当〉大村商工会議所

総務課

TEL53-4222

１位！
第
格
資
る
め
企業が求
●2級…13：30

（大村市本町458-2）
プラットおおむら
（旧浜屋百貨店ビル）
※試験会場は都合により変更することがあります。

令和元年10月1日
（火）〜10月25日
（金）
インターネット申込（当所ＨＰより）
、窓口申込、郵送
●1級／￥7,850 ●2級／￥4,720 ●3級／￥2,850

※一度納入されました受験料につきましてはご返金できませんのでご注意ください。

TEL（0957）53-4222 〒856-0826 大村市本町458-2

28㈯
9/21㈯〜9/

調査日

調査2日目 7月21日
（日）

令和元年11月17日
（日）●1・3級…9：00

【問い合わせ】大村商工会議所総務部

コレモおおむら

調査1日目 7月18日
（木）

前年比

本町1丁目

調査日

試験会場

通行人

⬆ ⬆

調査日

中村時計店

試 験 日

調査ポイント

（シンフォニー前）

調査日

※（ ）は前年の通行人数

（靴のみさ前）

⬆ ⬆

靴のみさ

上駅通り

⬆ ⬆

本陣通り

前年比

⬆ ⬆

21日 1,194人
（802人）

至大村駅→

調査ポイント

調査ポイント

（岩井屋前）

18日 1,177人
（869人）

前年比

⬆ ⬆

21日 1,254人
（934人）

本町3丁目
通行人

通行人

1,194人
18日 （1,111人）

調査ポイント

調査日

大村中央商店会
パーキング

験
11月試 中！
申込受付

